
- すさきオープンウォータースイミング2022 -

1km 男子の部

順位 記録 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 地区

10月23日 

スタート： -

会場: シーパーク大島

主催: すさきｵｰﾌﾟﾝｳｫｰﾀｰｽｲﾐﾝｸﾞ実行委員会

12分10秒21 青野　空605 アオノ ソラ 愛媛県

12分12秒92 白井　惺125 シライ　サトル 香川県

12分20秒13 長野　弘604 ナガノ ヒロシ 愛媛県

13分09秒94 前田　聡介128 マエダ　ソウスケ 香川県

13分15秒55 山内　奏人131 ヤマウチ　カナト 愛媛県

13分33秒86 鎌田　凌徳133 カマタ　リョウトク 愛媛県

13分38秒87 山内　大和132 ヤマウチ　ダイト 愛媛県

13分45秒18 畠中　湊人130 ハタナカ　ミナト 岡山県

13分53秒59 金子　慎來123 カネコ　シンライ 香川県

14分04秒710 藤野　佑規704 フジノ　ユウキ 大阪府

14分11秒311 武内　教幸707 タケウチ　ノリユキ 香川県

14分23秒012 中田　竜聖702 ナカタ　リュウセイ 高知市

14分43秒713 森　爽太朗124 モリ　ソウタロウ 香川県

14分55秒714 今城　瑛太134 イマジョウ　エイタ 高岡郡

15分03秒115 松本　翔太137 マツモト　ショウタ 埼玉県

15分16秒116 辻本　未来斗135 ツジモト　ミクト 高岡郡

15分20秒117 前田　咲空129 マエダ　サク 香川県

15分31秒618 堀家　海聖122 ホリケ　カイセイ 香川県

15分41秒619 柚山　光大705 ユヤマ　コウダイ 愛媛県

16分26秒420 増田　晶人903 マスダ アキト 大阪府

17分28秒721 住田　深志906 スミタ フカシ 宿毛市

17分33秒022 腰替　正太郎126 コシガエ　ショウタロウ 香川県

18分10秒723 鎌田　哲治904 カマダ テツハル 大阪府

18分13秒624 前田　敏博715 マエダ　トシヒロ 鳥取県

18分24秒725 岡部　正也147 オカベ　マサヤ 宿毛市

18分29秒426 寺本　昌功710 テラモト　マサノリ 徳島県

18分31秒927 服部　良一143 ハットリ リョウイチ 岡山県

19分17秒728 可部　雄大703 カベ　ユウダイ 愛媛県

19分58秒429 赤坂　博寿708 アカサカ　ヒロトシ 島根県

20分04秒730 武岡　康則144 タケオカ　ヤスノリ 徳島県

20分29秒931 森　琉太朗120 モリ　リュウタロウ 香川県

20分32秒932 東　伸治141 アズマ シンジ 岡山県

21分58秒733 塩田　竜也138 シオタ　タツヤ 土佐市

22分12秒834 渡辺　竜之介121 ワタナベ リュウノスケ 高知市

22分15秒635 新山　正人907 アラヤマ　マサト 千葉県

22分20秒136 今福　英一149 イマフク　エイイチ 大阪府

22分27秒037 田中　徳繁142 タナカ　トクシゲ 愛知県

23分29秒938 熊澤　隆713 クマザワ タカシ 神奈川県

24分17秒739 宮本　直樹145 ミヤモト　ナオキ 兵庫県

24分47秒840 戸田　尚義706 トダ ナオヨシ 静岡県

24分52秒241 松村　佳昭709 マツムラ ヨシアキ 東京都

24分55秒742 川村　茂140 カワムラ　シゲル 土佐市

25分54秒843 大森　昭711 オオモリ　アキラ 岡山県

26分49秒544 坂山　一之714 サカヤマ　カズユキ 岡山県

33分30秒345 近藤　佳昭148 コンドウ ヨシアキ 兵庫県

35分22秒946 榎本　成志139 エノモト　シゲユキ 高知市

すさきオープンウォータースイミング実行委員会



- すさきオープンウォータースイミング2022 -

1km 女子の部

順位 記録 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 地区

10月23日 

スタート： -

会場: シーパーク大島

主催: すさきｵｰﾌﾟﾝｳｫｰﾀｰｽｲﾐﾝｸﾞ実行委員会

13分09秒31 水田　結依子602 ミズタ　ユイコ 愛媛県

13分32秒32 宮武　夢佳901 ミヤタケ　ユメカ 香川県

13分34秒53 藤川　奈々701 フジカワ　ナナ 香川県

14分14秒14 奥村　美咲601 オクムラ ミサキ 奈良県

14分15秒15 杉本　奈月105 スギモト　ナツキ 愛媛県

14分28秒06 別府　明彩104 ベップ　メイサ 愛媛県

14分49秒67 濵田　瑠美103 ハマダ　ルミ 愛媛県

14分52秒18 古川　瑞歩101 フルカワ ミズホ 広島県

15分25秒89 田村　果鈴109 タムラ　カリン 高岡郡

16分29秒410 岡村　明音108 オカムラ　アカネ 高岡郡

16分31秒411 中嶋　沙桜107 ナカジマ　サオ 高岡郡

17分12秒512 中平　穂花106 ナカヒラ　ホノカ 高岡郡

17分24秒413 江崎　こまき118 エサキ　コマキ 徳島県

18分24秒914 吉田　智江902 ヨシダ トモエ 埼玉県

19分38秒415 前山　早智110 マエヤマ　サチ 徳島県

20分22秒816 佐々　由美子119 ササ　ユミコ 徳島県

20分36秒117 森　美佳113 モリ　ミカ 香川県

25分45秒818 石田　宏美111 イシダ　ヒロミ 山口県

26分08秒319 近藤　恵美子117 コンドウ　エミコ 兵庫県

29分31秒220 松本　好恵112 マツモト　ヨシエ 山口県

すさきオープンウォータースイミング実行委員会


